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「地球環境や世界平和も大事ですが、 ロマ
ンチストという“大切な人を世界で一番幸
せにできる人”が増えると、夫婦環境や恋人
環境ばかりか、社会全体が豊かになるかも
しれない」、ということに気がついたトキメク
大人たちがはじめた秘密結社。
長崎県雲仙市愛野町を「ロマンチストの聖
地」として本部を設置し、2008年5月より活
動を開始。

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、
ときに心の安らぎやワクワク、ひらめきを与
えてくれる海。そんな海で進行している環
境の悪化などの現状を、子供たちをはじめ
全国の人たちが「自分ごと」としてとらえ、
海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げ
ていくため、日本財団、総合海洋政策本部、
国土交通省の旗振りのもと、オールジャパ
ンで推進するプロジェクト。

未来を照らす灯台が、
ふたりの道標になる。

埋もれていた「灯台」の文化や歴史的価値を可視化し、各地域の強力な観光資源とするために、灯台を
『恋する灯台』というロマンスの聖地として認定し再価値化する。『恋する灯台』というキーワードを軸に、
地域が主体になって盛り上げていく機運を高め、灯台への集客アップを図ります。
灯台を訪れることで、海へ関心をもつ人が増加することを最終目的として活動します。

海と日本PROJECTは日本財団、総合海洋政策本部、国土交通省の旗振りのもと、

オールジャパンで推進するプロジェクトです。私たちを支えてくれる海の現状を

伝え海を未来へつないでいくためのアクションの輪を日本全国に広げていきます。

どこまでも広がる青い空と海に、

気高く存在し続ける白亜の塔。

晴れの日も、荒れ狂う嵐の日も、

大海原を照らし続けてきた灯台の光は、

“人生の道標”のようであり、

“未来に進む勇気”を

与えてくれるような気がする。

恋に悩み、夢に迷ったとき、

灯台に行こう。

愛し合うふたりが、

未来を誓い合うとき、灯台に行こう。

そんな、夢見るチカラ、

恋するチカラを与えてくれる灯台を、

“恋する灯台”と呼んでみる。

湯沸岬灯台 （北海道）1

神威岬灯台 （北海道）1

岩崎ノ鼻灯台 （富山県）2

禄剛埼灯台 （石川県）3

越前岬灯台 （福井県）4

爪木埼灯台 （静岡県）5

出雲日御碕灯台 （島根県）6

佐木島灯台 （広島県）7

足摺岬灯台 （高知県）8

釣島灯台 （愛媛県）9

細島灯台 （宮崎県）10

尻屋埼灯台 （青森県）2

碁石埼灯台 （岩手県）3

入道埼灯台 （秋田県）4

鼠ケ関灯台 （山形県）5

安房埼灯台 （神奈川県）
城ヶ島灯台 （神奈川県）

6

能生港灯台 （新潟県）7

立石岬灯台 （福井県）8

余部埼灯台 （兵庫県）9

友ヶ島灯台 （和歌山県）10

六島灯台 （岡山県）11

大久野島灯台 （広島県）12

角島灯台 （山口県）13

蒲生田岬灯台 （徳島県）14

高松港玉藻防波堤灯台 （香川県）15

佐田岬灯台 （愛媛県）16

伊王島灯台 （長崎県）17

湯島灯台 （熊本県）18

鶴御埼灯台 （大分県）19

平久保崎灯台 （沖縄県）20
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2 恋する灯台 2016

恋する灯台 2017

鴎島灯台 （北海道）1

大須埼灯台 （宮城県）2

飯岡灯台 （千葉県）3

角田岬灯台 （新潟県）4

野間埼灯台 （愛知県）5

菅島灯台 （三重県）6

経ヶ岬灯台 （京都府）7

樫野埼灯台 （和歌山県）8

恋する灯台 2018
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潮岬灯台 （和歌山県）

美保関灯台 （島根県）9

薩摩長崎鼻灯台 （鹿児島県）10
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恋 灯台す
る

M A T S U E

未来を照らす灯台が、ふたりの道標になる。

どこまでも広がる青い空と海に、気高く存在し続ける白亜の塔。

晴れの日も、荒れ狂う嵐の日も、大海原を照らし続けてきた灯台の光は、

人生の道標のようであり、未来に進む勇気を与えてくれるような気がする。

恋に悩み、夢に迷ったとき、灯台に行こう。

愛し合うふたりが、未来を誓い合うとき、灯台に行こう。

そんな、夢見るチカラ、恋するチカラを与えてくれる灯台を、

恋する灯台と呼んでみる。

未来を照らす灯台が、ふたりの道標になる。

美保関灯台
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島根半島東端の地蔵崎の先端にある灯台。

山陰最古の石造りの姿には風格が漂う。

岬からは勇壮な日本海が広がり

、晴れた日には遠く隠岐の島が望める。

灯台の近くには、恵美須神を祭神とする美保神社があり、

そこから彿谷寺までの通りには、

雨に濡れると淡い青色に変化する石が敷き詰められ

「青石畳通り」と呼ばれている。

海の青と地の青、

ロマンスブルーを思わせる神秘的な場所で、

恋の散歩を楽しみたい。

神々が棲むまち「美保関」
恋する灯台で愛の思いを神に誓う
島根半島の東端に位置する「美保関」は、

神話によく登場する地として

「神々が棲むまち」とも呼ばれています。

そんな美保関の地蔵崎に建つ「美保関灯台」は、

山陰最古の石造りの灯台で、

海の見えるレストラン「美保関灯台ビュッフェ」もあり、

おしゃれな雰囲気の中で、それぞれの愛の思いを

誓ってみてください。

美保関灯台より撮影美保関灯台より撮影

美保神社は商売繁盛、歌舞
音曲の神、事代主神（ゑびす
様）と、豊作、ご縁の神、三穂
津姫命の御二柱の神様をお
祀りしているため、本殿が2
つ並んでいるとても珍しい
造りとなっています。
皆様にご縁の御神德があり
ますように。また、境内のとあ
る所にハートが隠されていま
す。見つけたら良いことがあ
るかも？

ゑびす様の総本宮
美保神社

ご縁スポットで将来を願おう！

遥かに望むパワースポット！

島根半島の最東端にある美
保関灯台横の鳥居から見え
る、約3kmの海中に浮かぶ
小さな小さな島が沖之御前
です。
その昔、事代主神（ゑびす
様）が鯛釣りをしていたとさ
れる伝説の場所と言われて
います。また、神迎祭では
神々が降臨する聖地でもあ
ります。そんなパワースポッ
トからパワーを授かろう！

沖之御前
（遙拝所）

なし
なし

住所

電話番号
営業時間

定休日 なし

美保関町美保関

伝統の風味に舌鼓

創業百余年、伝統の製法は
今なお受け継がれ、長い歴
史とともに培われた手作り
の温もりが伝わる醤油。
食材を一段と引き立てるお
いしさをお楽しみください！特
に人気は絶品「醤油アイス」！
是非お土産として、いかがで
すか？

太皷醤油店

ノスタルジックな世界へ一歩！

江戸時代後期に、周辺の海
岸から切り出した石を敷き詰
めてできた通りです。当時の
面影を残した町並みと石畳
の道がノスタルジックな雰囲
気をかもし出しています。
その石の一つにハートの形を
した石があります。探して写真
に収めると、恋が叶うかも？？

青石畳通り

パワースポットで2人に幸あれ！

松江から美保関に向かう国
道沿いの海岸に浮かぶ2つ
の岩。男女岩（めおといわ）
と呼ばれるその岩礁は、その
形から男女の良縁と子宝に
恵まれるご縁のパワースポッ
トとなっています。
一度車を停めて、ご縁を願っ
てみてはいかがですか？

男女岩

美保神社参道横にあるおしゃ
れで落ち着きのあるカフェ。
メニューはシンプルながら
も、ひとつひとつにこだわり
があります。
おしゃれなランチメニューや
季節限定メニューもご用意！
ゆったりしたひとときを過ご
してみてはいかがですか？

美保神社参道
喫茶クリフネ

旅の一息に甘いひとときを

標高約100～130ｍの小高
い丘の上にあり、民謡「関乃
五本松節」の由来になった
松で有名です。
また、県下で有数のツツジど
ころとなっており、4月下旬か
ら5月上旬が見頃となってい
ます。頂上から見える美保関
港はなんとハートの形！うまく
写真に撮れるかな？

五本松公園

壮大な絶景公園！

美保関灯台に隣接している
おしゃれなカフェ。ここでプ
ロポーズをして成就したカッ
プルもあるほどの雰囲気が
あるロケーション。
そんな絶景のロケーション
で2人の愛を語ってみてはい
かがですか？

美保関灯台ビュッフェ

絶景のロケーションで素敵な思い出を！

国の登録有形文化財に指定
された歴史ある旅館。築百余
年の今も、当時のものが残さ
れており、古い家具や黒電
話、電話交換機なども見るこ
とができます。美保神社での
挙式と、ここでの披露宴は大
人気！
2人の1ページ目をここから
刻んでみてはいかがですか？

美保館本館

歴史的な空間にタイムスリップ！

美保神社前にあるお土産
店「なかうら」。
ここは山陰のお土産に、干
したての干物、美保関名物
焼きいかなどの軽食も楽し
める空間です。
美保湾を一望できるスペー
スもあり、美保関での思い
出に浸りながら、ゆっくり語
らうのも素敵です！

美保関売店
なかうら

湾をながめて旅の締めくくりに

0852-73-0788
住所

電話番号
営業時間 9:00～17:00
定休日 水曜日（祝日と7日の場合は営業）

松江市美保関町美保関602

0852-73-0539
住所

電話番号
営業時間 9:00～18:00
定休日 第1.3木曜日

松江市美保関町美保関547

0852-73-0506
住所

電話番号
営業時間 授与所は8:30～17:00
定休日 なし

松江市美保関町美保関608 住所

電話番号
営業時間

定休日

0852-73-0211
住所

電話番号
営業時間 7～8月…9：00～17：00　9～6月…9：00～16：00
定休日 毎週木曜日

松江市美保関町美保関1388-10

0852-73-0111
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

美保関町美保関570

なし
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

美保関町美保関

なし
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

美保関町美保関

0852-73-0530
住所

電話番号
営業時間 9:00～16:30
定休日 毎週水曜日

松江市美保関町美保関599

なし
なし
なし

松江市美保関町美保関581

美 保
関 灯 台
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